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2022 年 9 月吉日 

会員の皆様 

大阪府臨床心理士会会長 梨谷 竜也 

研修委員会委員長 二見 真美 

   

 

2022 年度 大阪府臨床心理士会オンライン合同研修会のご案内 

 

2022 年度大阪府臨床心理士会合同研修会を下記の通り開催いたします。新型コロナウイルスの感染

拡大防止の観点から、オンラインで実施することといたしました。Web会議システム Zoom を用いて行い

ます。オンラインの研修会は、何かと不手際等もあるかと存じます。ご承知のほどお願い申し上げます。 

合同研修会は、午前 5 分科会、午後５分科会を合わせて 1 日研修の形で実施します。 

参加申込をされる場合は、同封の「オンライン研修会に関する注意事項」を必ず最後までお読みいただ

き、【４.申込手続き】に沿ってお申込ください。先着順にて受付いたします。 

 

※今回の研修は、イベントペイというツールを用いたオンラインでの申込になります。 

 

 2022 年 2 月 28 日、イベントペイの運営会社メタップスペイメント社において、「不正アクセスによる情

報流出」が発覚し、当会はイベントペイの利用を見合わせておりました。その後、同社は再発防止の調査と

対応を行い、すでに対策は完了し安全性の確認は取れているとの報告がされています。このような経過

を踏まえ、当会は、イベントペイの利用において情報流出懸念は極めて低いと判断しました。 

情報流出はクレジットカード決済に関する不正アクセスに起因するため、クレジットカード決済は停止さ

れており、2022 年 9 月 1 日現在は、コンビニ決済およびペイジー決済のみ利用できます。 

なお、詳細や経過については、メタップスペイメント社ホームページのお知らせをご覧ください。  

https://www.metaps-payment.com/company/news.html 

 

１． 日時：2022 年 11 月 27 日（日） 10：00～17：00〔受付は 9：30 より開始〕 

 

２． スケジュール： 

9：30～10：00 (午前の部 Zoom 入室可能時間) 

10：00～12：30 午前の部 

12：30～13：00 午前の部予備時間 

 

   研修一覧 

午前 

Ａ 

リアリティ  

ショック 

Ｂ 

グッドライフ  

モデル 

C 

PEERS® 

D 

ＷＡＩＳ－Ⅳ 

 

Ｅ 

新版Ｋ式 

 
 

13：30～14：00 (午後の部 Zoom 入室可能時間) 

14：00～16：30 午後の部 

16：30～17：00 午後の部予備時間 

 研修一覧 

午後 

Ｆ 

トラウマ インフォ

ームドケア 

Ｇ 

アセスメントと 

フィードバック 

Ｈ 

被災地支援 

 

Ｉ 

認知行動療法 

 

J 

児童自立 

支援施設 
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※事前申込です。当日の参加申込はできません。 

※申込状況によりご希望の研修会に参加できないことがございますので予めご容赦ください。 

※合同研修会開催日より１カ月程度、オンラインの書籍販売を実施します。 

詳細は、当会ＨＰ会員専用お知らせをご覧ください。 

 

３．研修内容：  

 

 

 

≪Ａ≫ リアリティショックの実際〜絆形成が困難な時代に求められる心理支援とは〜 

 “リアリティショック”とは、理想と現実のギャップに衝撃を受けることを意味します。産業現場では、新た

に職に就いた人材が、事前に思い描いていた仕事や職場環境イメージと、入社後の現実との違いを消化

しきれず、不安や幻滅、喪失感などを強め、時に離職にまで至るという問題が顕在化しています。 

 特に 2020 年春は社会全体が大きな混乱の中にあり、殆どの企業では初期研修が通常通り開催できま

せんでした。また、リモートワークや歓送迎会の中止などの影響で絆形成が難しく、孤独感や疎外感を主

訴とする事例も増加しています。 

 リアリティショックの実際とは。そして、早期離職防止のために、企業や教育現場では、入社前後でどの

ような支援が求められているのでしょうか。現場のリアルを学び、期待される心理職の役割や対応を考え

ます。 

 

企  画： 産業部会 

講  師： 尾形 真実哉（甲南大学経営学部） 

話題提供：平井寿明(株式会社 FOOD＆LIFE COMPANIES) 

司  会： 渡邊 栄里奈（株式会社 MonotaRO） 

 

 

≪Ｂ≫ 性問題行動のある児童への対応～グッドライフ・モデルを中心に～ 

近年、児童養護施設等における性問題行動（周囲や自分を傷つける不適切な性的行動）は大きく注目

され、現場で働く心理士にとって無視できないテーマとなっています。性問題行動を抱えたこどもは施設

にたくさんおり、予防や再発防止のためのプログラムも実施されていますが、再発も多く、心理士が徒労

感や無力感を抱くことも多いのが実情です。その一方で、本格的なプログラムを実施していないのに、問

題が再発しなくなるケースもあります。この違いは何なのでしょう。その理由を理解する上で、グッドライ

フ・モデルは大きな力になるかもしれません。グッドライフ・モデルとは何なのか、どう活用すればいいのか

を、わが国の第一人者である藤岡淳子先生をお招きし、ご講演をいただくとともに、現場での活用につい

て議論したいと思います。 

 

企  画：福祉部会 

講  師：藤岡 淳子（一般社団法人もふもふネット） 

話題提供：山路 明大（児童心理治療施設弘済のぞみ園） 

司  会：貞木 隆志（大阪市南部こども相談センター/北部こども相談センター） 

 

 

 

 

 

 

◇  ◆  ◇  午 前 の部  ◇  ◆  ◇  
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≪Ｃ≫ PEERS®友だち作りの SST 入門 〜思春期の社会性を育むプログラム〜 

PEERS® (Program for Education and Enrichment of Relational Skills)とは、米国

UCLA の研究者によって思春期の ASD や社会性に課題のある子ども達向けに作成されたプログラム

です。認知行動療法理論と保護者のサポートを基本原理としており、グループで取り組みます。カリキュラ

ムでは、社会適応に重要な役割を果たす“友だち作り”と、その良い関係を維持していくために必要なスキ

ルに焦点が当てられており、また世界各国の研究で効果検証され、エビデンスが認められています。今回

は本プログラムのマニュアルを翻訳され、日本で初めて認定指導者となられた山田智子先生をお招きし、

教育機関や医療現場等、幅広い実践の場で活用できるプログラムの内容をご紹介いただきます。 

 

企  画：私設相談部会 

講  師：山田 智子（一般社団法人 SSTAR） 

司  会：酒林 康雄（十三カウンセリングルーム） 

 

≪Ｄ≫ 学生支援と自己理解につながる WAIS-Ⅳの実施と理解 

学生支援において合理的配慮申請のためには根拠資料が求められ、心理検査の結果所見は、根拠資

料として重要な役割を担っています。2021 年に障害者差別解消法が改正されたことにより、2024 年以

降民間企業も合理的配慮が義務化され、ニーズは今後も増えていくと思われます。また修学における不

適応や違和を感じている学生の中には、発達障害の特性をもつ学生が少なからず見受けられます。心理

検査、特に発達検査結果を共有することはこのような学生の自己理解の機会にもなると思われます。本分

科会では WAIS-Ⅳを中心に、自己理解を促すフィードバックを行うという視点から、学生（思春期後期

～青年期）の心理検査の施行と所見作成、取り組み方や留意点についてお話しいただきます。施行法の

講義ではなく、支援・自己理解につながるような検査の実施について考える機会としたいと思います。 

 

企  画：教育部会 

講  師：糸井 岳史（路地裏発達支援オフィス） 

司  会：岡田 麻友子（大阪樟蔭女子大学 学生相談室） 

 

≪Ｅ≫ 臨床現場における新版 K 式発達検査の活かし方 

K 式発達検査は、従来より医療・福祉・教育・司法矯正など様々な分野で活用されている発達検査です。

昨今、新版 K 式発達検査 2020 として改訂され、今後も有効なアセスメントツールとして活用されること

と思います。そこで今回、長年にわたり、K 式発達検査について研究、実践されてこられている大島剛先

生にご講義いただくことにしました。本研修は、実施法ではなく、臨床場面での有効な活用方法について

の内容を中心としており、架空事例(2001 版)を用いたグループディスカッションを予定しています。日々

の臨床で、K 式発達検査を用いている先生方（2001 年版も含む）に役立つ情報がたくさん詰まった研修

ですので、ぜひご参加ください。 

なお、今回の研修参加にあたっては、新版 K 式検査について実施法や基本的な事柄を理解したうえで

ご参加ください。 

 

企  画：医療保健部会 

講  師：大島 剛（神戸親和女子大学） 

司  会：平野 徹（馬場記念病院） 
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≪Ｆ≫ トラウマインフォームドケアを学ぶ 

「何が一番困っているのかわかりにくい」と支援者が感じるとき、そのクライエントはトラウマの影響をう

けているのかもしれません。トラウマは日常生活に多大な影響を与えているにも関わらず、クライエントが

自発的にそれについて相談することが難しい症状です。そして、支援者が気づかぬまま関わっていると、

再トラウマ化を引き起こしてしまう可能性すらあります。 

 トラウマインフォームドケアは、トラウマの影響を理解しそれにしっかりと対応するためのストレングスを

基盤にしており、専門的なトラウマ治療の技術を持たない臨床家でも提供できる、新たなケアの枠組みで

す。トラウマの広範囲な影響と回復過程を学び、クライエントが抱えるトラウマのサインや症状に気づき適

切に対応できるように、一緒にトラウマインフォームドケアを学びましょう。 

 

企  画：医療保健部会 

講  師：亀岡 智美（兵庫県こころのケアセンター） 

司  会：中 亮介（住友病院 臨床心理科） 

 

≪Ｇ≫ 学生の配慮と支援につなげるアセスメントとフィードバックの実践 ～学生相談室で心理検査を

実施した事例を通して～ 

学生相談、学生支援の現場では、具体的な配慮・支援を必要とする相談が増加しています。 

本分科会は、高等教育の修学や生活環境における問題や困難をアセスメントし、相談学生の自己理解

や適応を進めるためのフィードバックやカウンセリングについて学ぶ機会としたいと思います。 

 アセスメントの一手段として検査を活用しながら支援されている事例を提供していただき、検査所見の

理解、配慮・支援の視点から討議していきます。なお、本分科会は事例検討研修のため、参加人数を 30

名程度に制限して実施いたします。 

 

企  画：教育部会  

講  師：上原 秀子（大阪大学 基礎工学・理学キャンパスライフ支援室） 

シンポジスト：糸井 岳史（路地裏発達支援オフィス） 

シンポジスト：岸川 加奈子（九州大学基幹教育院 キャンパスライフ・健康支援センター  

インクルージョン支援推進室） 

司  会：前田 聖津子（佛教大学臨床心理学研究センター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇  ◆  ◇  午 後 の部  ◇  ◆  ◇  
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≪Ｈ≫ 大規模災害で大阪が被災した時に備える ～災害時のこころのケア～ 

災害時のこころのケア活動として臨床心理士の果たす役割は大きく、近い将来起こるといわれている

南海トラフ地震では皆様の職場でも何らかの役割を担われることが予想されます。一方でこういった災害

は突然の出来事であり、事前の準備がとても重要になります。 

本研修では講師として、大阪府こころの健康総合センターの医師である平山先生をお招きします。平山

先生より、災害時のこころのケアについての基本的な知識とスキル、DPAT活動等についてご講義頂きま

す。その後、2019 年大阪北部地震の際、学校への支援を行った巽先生より、その時のご経験についてお

話し頂きます。これらを通じて、自分たちが被災した時に、臨床心理士として具体的にどのような支援がで

きるかについて考える機会にできたらと思います。 

 

企  画：被害者被災地等支援 WG  

講  師：平山 照美（大阪府こころの健康総合センター） 

話題提供：巽 葉子（大阪府公立学校スクールカウンセラースーパーヴァイザー） 

司  会：服部 隆志（大阪府岸和田子ども家庭センター） 

 

≪Ｉ≫ 暮らしの中の認知行動療法－成人の生活支援の現場から－ 

 認知行動療法は、“専門家”だけが用いるものではありません。現場に活かしてこその有用な手段です。

特に福祉領域における支援の中では、当事者支援のみならず支援者自身のケア、さらには多職種連携に

も活かせるはずのものです。 

 今回は、さまざまな“あいだを埋める存在”として、認知行動療法を武器に精神障がい者の就労支援を

はじめ、地域で実践活動をされている一般社団法人 Psychoro の谷口敏淳先生を講師にお招きします。

また、ケースマネジメントや生活支援に日々携わっておられる訪問看護ステーションはないろの島哲也先

生に看護師の視点から話題提供をお願いします。 

 心理職が、今後地域にある支援や人々をうまく繋ぐ役割に貢献するために、認知行動療法の応用可能

性を一緒に考えてみましょう。 

 

企  画：福祉部会 

講  師：谷口 敏淳（一般社団法人 Psychoro（サイコロ）） 

話題提供：島 哲也（株式会社和心 訪問看護ステーションはないろ） 

司  会：木村 司（NPO 法人 View ぷらす 通所支援事業所とこらぼ） 

 

≪J≫ 児童自立支援施設について学ぶ～現状と課題、そして心理支援の連携へ～ 

修徳学院は「不良行為をなし、またはなす恐れのある児童および家庭環境その他の環境上の理由によ

り生活指導を要する児童（家出・パパ活・深夜徘徊・万引き・家庭内暴力など）」を入所させ、個々の児童に

合わせた指導を行う「児童福祉法」に基づく児童自立支援施設です。本研修では、前半は児童自立支援

専門員（寮母）として直接子どもたちと関わってこられた長嶺優紀氏（現自立支援課長）から、施設入所の

流れや、実際どのように生活指導、学習指導、心理ケアを行っておられるのか、また子ども家庭センターと

協働で行っている「性暴力治療教育プログラム」についてご紹介いただきます。後半は、架空事例の検討

を通じて、ケースの見立てや連携等についてグループディスカッションしたいと考えています。 

 

企  画：司法矯正部会 

講  師：長嶺 優紀（修徳学院） 

司  会：桧谷 真美（司法心理研究所） 
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４．申込手続き 

 

※お申込は、オンライン（202１年オンライン合同研修会と同じイベントペイ）で行っていただきます。

パソコン、スマートフォン等をご用意ください。 

【重要】なお、本案内は「大阪府臨床心理士会会員専用申込フォーム」となっております。 

当会非会員の方には別の申込フォームを大阪府臨床心理士会ホームページにてご案内いたします。 

 

※お申込の前に、同封の「オンライン研修会に関する注意事項」をご一読ください。研修会の参加を

もって、同意事項に同意されたことといたします。 

 

① 申込（入金）締め切り：10 月 2３日(日) 締切厳守 ※事前申込のみ 

 

② 参加費：大阪府臨床心理士会会員 3,000 円 

非会員（但し、臨床心理士有資格者に限る）5,000 円 

 

※入会希望の方は、10 月 2３日（日）までに入会をお済ませください。 

※入会申込から入会登録の完了まで、早くても 2 週間程度は要します。 

※年会費を 2 年以上滞納された場合、除籍となります。ご注意ください。 

 

③ 参加ご希望の方は、以下のＵＲＬあるいは二次元バーコードにアクセスし、申込フォームにご入力くだ

さい。当会ホームページのトップページにも掲載しております。 

※この申込フォームは会員専用です。非会員の方は大阪府臨床心理士会ＨＰに非会員用申込フォームが

あります。 

 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=1573059353461105&EventCode=

2128117316 

 

 
    

・手数料は 220 円です。 

・システム上、１つの分科会につき、【会員】1500 円と表示されています。1 つの分科会のみのお申込は受

け付けられません。必ず、午前 1 つ午後１つを選択ください。 

・午前１つ午後１つを選択しますと、次のページには、午前「1 人」、午後「1 人」、合計「2 人」とシステム上表

示されますが、「おひとりの参加者が午前 1 つ午後 1 つ、計 2 つの分科会を選択した」こととなります。 

・申込フォームに入力されたお名前や臨床心理士番号、メールアドレスなどが、当会の会員確認となります。 

・ご入力されるメールアドレスが、eventpay.jp からのメールを受信するよう設定を確認してください。キ

ャリアメール（@docomo，@ezweb，@softbank など携帯電話会社が自社ドメインで提供する電子

メールサービス）でのお申込の場合、eventpay.jp から受信できないことが多いようです。また、

eventpay.jp から受信したメールが、誤って迷惑メールフォルダに分類される場合もありますのでご

注意ください。 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=1573059353461105&EventCode=2128117316
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=1573059353461105&EventCode=2128117316
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・申込エラーが表示された場合、１つしか分科会を選択していない、１つのメールアドレスで 2 回目の申込

をしているなどの理由があります。必要に応じて前のページに戻り、申込情報の確認をお願いします。 

・送信が完了しますと、【お申込みいただきありがとうございます】の件名の申込受付メールが届きますの

で、コンビニ決済又はペイジー決済を選択された方は引き続き支払手続きをお願い致します。 

・申込後、入金が確認されると、「入金を確認いたしました」と入金確認メールが送信されます。入

金が確認された時点で、参加申込は完了です。期限内に入金がないと、申込は自動的にキャンセ

ルされます。 

・一度納入された費用は、いかなる理由があっても返金できません。ご了承ください。 

 

④ 参加申込の完了後の返金および分科会の変更はできません。 

 

⑤ 参加申込を完了された参加者には、11 月中旬に、分科会の ZoomURL や研修資料について、申込

フォームに入力されたメールアドレスにお知らせします。 

※ZoomURL や研修資料については、osccponline@gmail.com から連絡いたします。 

お申込のメールアドレスが Gmail を受信できるよう設定をご確認ください。 

また、ZoomURL が届かないというお問合せの中には、osccponline@gmail.com からのメール

が、迷惑メールフォルダに振り分けられていたというケースが多数ございます。 

 

⑥ 万が一、11 月 17 日までにメールが届かない場合、下記事務局までお問い合わせください。 

お問い合わせはお早めにお願い致します。 前日や当日にお問合せ頂いても対応できかねます。 

 

⑦ 本研修は、日本臨床心理士資格認定協会の研修ポイント（2 点：領域②）を申請予定です。         

※研修証明書は、osccponline@gmail.com から添付ファイルでお送りします。 

退席（遅刻・早退を含む）は 30 分以内を限度とします。 

 

５．問い合わせ先 

お問い合わせは、下記の大阪府臨床心理士会事務局まで、メールまたは FAX でお願いします。 

お名前と臨床心理士番号を必ずご記入ください。当会の会員確認および参加申込の確認をいたしま

す。 

キャリアメール（@docomo，@ezweb，@softbank など携帯電話会社が自社ドメインで提供する電

子メールサービス）でお問い合わせの場合、事務局から返信しましても、エラーでも戻ってくることがござ

います。ご注意ください。 

 2 週間以内に返答がない場合は、お問合せが当会事務局へ届いていない、又は事務局からの返信メー

ルが受信拒否されている可能性があります。パソコンからのメール（osakacp@osccp.jp）が受信可能

なメールアドレスから、再度お問い合わせくださいますよう、お願いいたします。 

なお、事務局の開室曜日は限られますのでお返事には日数を要する場合がございます。また土日祝日

は事務局は閉室しておりますため、研修会前日や当日にメールや FAX でお問合せを頂いても対応でき

かねます。 

本研修会に関してのお問い合わせはお早めにお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

大阪府臨床心理士会事務局 

E-Mail：osakacp@osccp.jp 

Fax：06-6942-5110 

Home Page：https：//www.osccp.jp/  

mailto:osccponline@gmail.com

